
アカイイト・アナザーストーリー

★鬼切りの鬼となりて

１．消えていく柚明

　柚明の封印を破り、完全体として蘇った主。 

　その強さは圧倒的で、烏月とサクヤはあっという間に追い詰められてしまった。 

　だが、主がまさにサクヤにとどめを刺そうとする瞬間、とっさに桂がサクヤを庇った。 

　主の攻撃で、瀕死の重傷を負う桂。 

　命を懸けた桂の行為に敬意を表し、主は烏月とサクヤにとどめを刺さずにその場を去った。 

　縁があれば、また会おう・・・そういい残して。 

　依り代のご神木を破壊され、もう消滅を待つのみの柚明には、もはや桂を救えるだけの力が残さ

れていなかった。 

　だが、サクヤにはたった一つだけ、桂を救う方法が残されていた。 

　それは、まさに禁断の方法。桂を観月の民に・・・鬼の体にする事だった。 

　「桂！！アタシの血を飲むんだ！！さあ！！」 

　「ん・・・ぐっ・・・」 

　サクヤの首筋に噛み付き、桂は必死にサクヤの血を啜る。 

　やがて桂の体はサクヤの血によって急激に変造し、傷がどんどん塞がっていく。 

　蒼白だった桂の表情に、赤みが戻る。 

　何事も無かったかのように、桂は起き上がる。 

　その瞳はサクヤと同じように、金色に輝いていた。 

　贄の血と観月の血が合わさった事による相乗効果で、桂の体は観月の民と化し、蘇ったのだ。 

　「サクヤさん・・・私・・・」 

　「ああ・・・桂・・・本当に良かった・・・！！」 

　涙を流しながら、桂を抱き締めるサクヤ。 

　だがその一方で、柚明の体がどんどん希薄になっていく。 

　とても穏やかな笑顔で柚明は桂を見つめるが、桂は泣きそうな表情で消え行く柚明を見つめて

いた。 

　「オハシラサマ！？」 

　「桂ちゃん・・・良かった・・・無事に助かって、本当に良かった・・・」 

　「全然良く無いよ！！私だけが助かって、オハシラサマが消えちゃうなんて！！」 

　慌てて桂は自分の血を飲ませようとする。 

　カッターナイフで自分の人差し指を傷つけ、柚明の口に差し込もうとする。 

　だが無情にも、桂の指は柚明の口をスカスカと貫くだけだった。 



　もはや、そこには何も存在していないかのように。 

　桂の目の前にあるのは、実体の無い柚明の虚像。 

　依り代を失った今の柚明には、もう桂の血を飲む力さえ残されていないのだ。 

　「何か、何か変わりに依り代に出来る物は無いの！？何か！！」 

　「いいのよ、桂ちゃん・・・何にだって依り付けるわけじゃないの。お父さんとお母さんを鬼に殺さ

れ、この身に流れる贄の血に翻弄され続けた私の人生は、決して幸せとは言えなかったけど・・・

それでも桂ちゃんを死なせずに済んだだけでも、私は充分に満足だから・・・。」 

　「何言ってるのよ！！私は全然満足じゃないよ！！最後の最後まで諦めないでよ！！」 

　だが桂の必死の叫びも虚しく、柚明の体が消えていく。 

　柚明という存在そのものが、この世から消えて無くなっていく。 

　依り代のご神木さえ残っていれば、桂の血の力で柚明を助ける事が出来ただろう。 

　だが柚明の命綱とも言えるご神木は、主に破壊されてしまったのだ。 

　もう柚明は、助からなかった。 

　「ごめんね、桂ちゃん・・・もう・・・無理なのよ・・・。」 

　「オハシラサマ！！嫌だよ！！消えちゃ駄目だよ！！」 

　「私は桂ちゃんの前からいなくなってしまうけど・・・それでも桂ちゃんだけは強く生きてね。お願

いだから私の分まで、桂ちゃんだけは幸せになってね。」 

　「嫌だよオハシラサマ！！消えないでよ！！お願いだからずっと私の傍にいてよ！！」 

　「桂ちゃん・・・さようなら・・・」 

　「オハシラサマ！！駄目だよ！！オハシラサマぁーーーーーー！！」 

　光の粒子と化して、完全に消滅した柚明。 

　それを見た桂の表情が、絶望に染まる。 

　「うあああああああああああああああああああああああ！！」 

　大粒の涙を流しながら、泣き叫ぶ桂の頭の中で・・・『何か』が弾けた。 

　「・・・柚明お姉ちゃーーーーーーーーーーん！！」 

２．紡がれた命

　柚明の魂が淡い光に温かく包まれて、天へと昇って行く。 

　そして光が収まると、柚明の目の前に広がっていたのは、とても美しい自然の景色。 

　辺り一面の花畑、とても綺麗な泉、小鳥のさえずり、広々とした青空。 

　ここは一体どこなのだろう。 

　少なくとも、これ程の美しい光景は地球上には存在しないのではないだろうか。 

　「ここは・・・天国・・・？」 

　何という美しく、壮大な光景なのだろう。 

　柚明は心を奪われたかのように、その幻想的な光景に見惚れてしまっていた。 



　「・・・柚明。」 

　ふと、背後から柚明を呼ぶ声が聞こえた。 

　とても穏やかで、とても優しく、どこか懐かしさを感じる声。 

　振り向くと、そこにいたのは１人の巫女服を着た少女。 

　「な・・・！？」 

　「こうしてあなたと面を向かって話をするのは、これが初めてですね。柚明。」 

　「桂・・・ちゃん・・・！？」 

　「いいえ、私はカグヤです。」 

　どことなく桂に良く似た、桂の面影を持つその少女は、自分の事をカグヤと名乗った。 

　とても穏やかな笑顔で、カグヤは柚明を見つめている。 

　何だろう・・・柚明は何だか目の前の少女をとても懐かしく思い、どこか親近感を感じていた。 

　「カグヤ・・・」 

　「古き時代より、私は周囲の者から竹林の長者の姫と呼ばれていましたが・・・私の事はカグヤと

呼んで下さい。それが私の名前ですから。」 

　「あなたは一体、何者なんですか・・・？」 

　「私は、あなたの先代のハシラです。」 

　「・・・！？」 

　１０年前、ノゾミとミカゲに操られた桂と白花によって主の封印が解かれてしまい、天へと還ってし

まった・・・柚明の先代のオハシラサマ。 

　その彼女がこうして目の前にいる・・・つまり、やはり自分は死んでしまったのだという事を、ここは

正真正銘のあの世だという事を、柚明は思い知った。 

　「あなたが・・・私の先代のオハシラサマ・・・！？」 

　「柚明。私の代わりに１０年もの間、主を封じ続けてくれた事に感謝しています。残念ながらあな

たの尽力も虚しく、主は蘇ってしまいましたが・・・」 

　「申し訳ありません・・・私の力が足りなかったばかりに・・・」 

　「いいえ、私はあなたを責めるつもりはありません。むしろ私は、あなたの覚悟と決意に敬意を表

さなければならないでしょう。あなたは自分の人生を犠牲にしてまで、こうして天へと還ってしまっ

た私の代わりに、人柱となってくれたのですから。」 

　「私がオハシラサマになったのは、ただの私情です。桂ちゃんを守りたかったから・・・ただそれだ

けなんです。」 

　その為に、その為だけに、柚明は自らの人生を犠牲にしてオハシラサマになったのだ。 

　間違ってもカグヤのように、主の脅威から人々を守ろうとか、そんな大それた考えがあった訳では

ないのだ。 

　そう・・・強い使命感を持ってオハシラサマとなったカグヤと違って、柚明がオハシラサマになった

のは完全な私情なのだ。 

　「・・・私は、オハシラサマ失格でしょうか？」 

　「そうですね・・・桂の事になると周りが見えなくなってしまう柚明は、はっきり言ってハシラには適

さないと言えるでしょう。」 

　「だから私は、オハシラサマになるべきでは無かったと・・・そう言いたいのですか？」 



　とても穏やかな笑顔で、カグヤは柚明にはっきりと告げた。 

　「私情に走ってしまう柚明は、ハシラとしては失格です。」 

　そもそも桂１人の命と主の封印の維持・・・この２つを天秤に掛けた場合、後者の方が遥かに重い

に決まっている。 

　オハシラサマは主を還す事が使命。それ以外の全てを捨て去らなければならない。 

　それなのに柚明は、桂の危機になると度々ご神木を抜け出しては移し身を作り、主の封印が弱

まる事などお構い無しに、自分の身を犠牲にしてでも桂を何度も助けようとした。 

　柚明の立場から考えれば、本来なら柚明は桂を見捨ててでも、主を還す事に集中しなければな

らなかったのだ。それなのに柚明はオハシラサマの使命を放棄し、桂の命を救う事を優先してしまっ

たのだ。 

　自分の大先輩にはっきりとオハシラサマ失格だと言われてしまい、落ち込んでしまう柚明。 

　だがカグヤは柚明の事を全く責めていない所か、むしろ自分の代わりにオハシラサマの務めを

果たしてくれた柚明に、心から感謝していた。 

　とても優しげな瞳で、カグヤは柚明をじっ・・・と見つめる。 

　「柚明、そんな顔をしないで下さい。そんなに自分を責めないで下さい。先程言ったばかりでは

ありませんか。私はあなたを責めるつもりは無いと。」 

　「でも・・・私は・・・」 

　「大切な人を守りたいという、あなたの強い想い・・・それは人として当然の事です。何もおかしい

事は無いのです。あなたは桂を守りたかった・・・ただそれだけなのでしょう？」 

　「カグヤさん・・・」 

　「あなたは『ハシラとしては』失格でしょうが、『人としては』敬愛されるべき、とても聡明で優しくて、

妹思いの素敵なお姉さんだと・・・私はそう思っています。私はそんなあなたの事をとても尊敬して

いますし、これからもずっと仲良くありたいと思っていますから。」 

　これからもずっと仲良くありたい・・・つまりこれからはカグヤと一緒に、この楽園で静かに幸せに

暮らせと言うのか。 

　柚明は正真正銘、本当に死んでしまったのか。 

　いや、こうして天へと還ったカグヤが柚明の目の前にいるのだから、そう考えるのが普通だろう。 

　柚明は、死ぬ事自体に悔いは無かった。桂の為なら自分はどうなっても、それこそ死んだって構

わない・・・その強い想いで、柚明はオハシラサマになったのだから。 

　そして主を目覚めさせてしまったとはいえ、桂を守り抜く事は出来た。そしてこれからはサクヤが

桂の事を守ってくれるだろう。だから柚明は死ぬ事自体に悔いは無かった。 

　だが・・・柚明に唯一悔いが残るとすれば、自分がいなくなった事で桂を悲しませる事になってし

まった事だ。 

　それを思い、悲しみの表情を見せる柚明。 

　そんな柚明の心境を察したかのように、まるで読心術でも心得ているかの如く、カグヤは柚明に

こう切り出した。 

　「柚明。あなたはもう１度、１０年前と同じように、桂と共に生きたくはありませんか？」 

　「・・・え？」 

　「見てごらんなさい。柚明。あなたを大切に想う桂の姿を。」 



　カグヤが右手を軽く前に出す。 

　その右手の前に現れる、現世の映像。 

　そこに映し出されていたのは、柚明が遺した蝶の髪飾りを抱き締め、心の底から柚明の死を悲し

む桂の姿。 

　『柚明お姉ちゃぁぁぁぁぁん！！うわあああああああああああああ！！』 

　「よかったですね、柚明。桂はあなたの事を思い出したようですよ。」 

　「私だって桂ちゃんの元に帰りたい・・・ですが私はこうして天へと還ってしまいました・・・だからも

う、私は・・・」 

　「・・・柚明。」 

　カグヤが柚明の前に歩み寄る。 

　とても優しく、しかし強い意志を秘めた瞳で、カグヤは柚明をじっ・・・と見つめる。 

　「確かにあなたは１０年間、自分の幸せを犠牲にしてまでハシラとなってくれました。」 

　「カグヤさん・・・？」 

　「ですが、あなたにも・・・あなた自身にも、桂と共に幸せを掴む権利があるはずです。」 

　「え・・・？」 

　「聞こえませんか？感じませんか？桂の柚明への想いを。桂の柚明への純真なる愛を。」 

　映像に映し出されている、涙をポロポロと流して号泣する桂の姿。 

　そんな桂をサクヤが必死になだめている。主の攻撃で傷ついた烏月もまた、そんな２人を悲しみ

の表情で見つめている。 

　「だから柚明。あなたはまだ、ここに来るべきではありません。」 

　「ここに来るべきではないって・・・カグヤさん・・・何を・・・」 

　「現世に帰りなさい。桂があなたを待っています。白花が死んでしまった事は本当に残念ですが、

それでもあなたが守り抜いた桂は、今もこうして生きていますから。」 

　「帰れって・・・そんな・・・」 

　いきなり帰れと言われても、一体どうやって帰れというのか。 

　柚明とて、桂の元に帰れるなら今すぐにでも飛んで行きたい。カグヤの言うように、桂と共に幸せ

の日々を掴み取りたい。桂と同じ時を過ごしたい。 

　だが柚明はこうして天へと還ってしまったのだ。まさか幽霊にでもなれと言うのか。 

　そんな柚明の心情を察したかのように、突然カグヤは穏やかな微笑みを柚明に見せて、柚明に

抱き着き・・・そして・・・ 

　「・・・私が今から柚明に、生を与えましょう。」 

　「な・・・カグ・・・んんっ・・・」 

　２人の唇が触れ合った。 

　柚明の中に、カグヤの『力』が流れていく。 

　柚明の体が、生命に満ち溢れていく。 

　それと同時にカグヤの体が、カグヤの魂が、柚明の中へと融けていく。 

　柚明の中に、カグヤが入ってくる。 



　柚明の体を包み込む、カグヤが生み出した無数の月光蝶。 

　それらが柚明の中に融けていき、柚明の体を移し身などではなく、血肉を持った本物の肉体へと

変造していく。 

　柚明の体に力が・・・命が漲（みなぎ）ってくる。 

　正真正銘、柚明がカグヤの力で、本当の意味で生き返る。 

　そして柚明の体が光に包まれる。目の前の美しい幻想的な光景が消えていく。 

　柚明の体が、現世へと戻っていく。 

　自分の体が急激に降下する感覚を、柚明は感じていた。 

　「こ・・・これは・・・」 

　「私の魂を触媒にして、あなたに命を吹き込みました。私の代わりに１０年間ハシラとなってくれた

あなたへの、私からのお礼だと思って下さい。」 

　「そんな・・・本当にそんな事をしていいんですか！？」 

　「そんなに悲しそうな顔をしないで下さい。何か誤解をしているようですが、私は消えるわけでは

ありませんよ。私はこれからも柚明の中で生き続けるだけ・・・あなたがハシラになった時と同じよう

に、単に在り方が変わるだけの話なのですから。」 

　「・・・カグヤさん・・・」 

　「私はこれからは柚明の中で、柚明と桂と・・・そしてサクヤの事を見守る事にしましょう。」 

　柚明の眼下に、現世の光景が・・・経観塚の街並みが広がっていく。 

　私は本当に生き返るのか・・・また桂ちゃんに会えるのか・・・また桂ちゃんと共に生きる事が出来

るのか・・・ 

　それを思い、柚明の目に涙が溢れてくる。 

　「柚明。サクヤに１つ伝言をお願い出来ますか？」 

　「伝言・・・サクヤさんにですか？」 

　「私はこれからは柚明の中で、あなたの事を見守り続けています・・・だから強く生きて下さい・・・

桂や柚明と共に幸せになって下さい・・・と。」 

　「カグヤさんは、サクヤさんと知り合いなんですか？」 

　「彼女は私の事を竹林の長者の姫としてではなく、カグヤとして・・・１人の女の子として接してくれ

た、私の大切な人ですから。彼女は周りの者から忌み嫌われていましたが、それでも私は彼女の

傍にいる事が出来て、とても幸せでした。」 

　「・・・分かりました。サクヤさんにそのように伝えておきます。」 

　「それから・・・桂とサクヤの事をよろしくお願いします。彼女たちが道を踏み外してしまわないよう

に、あなたがあの２人の心の支えとなってあげて下さ い。そしてあなた自身もあの２人と共に、必ず

幸せになって下さい。死んでしまった白花の分まで、あなたは精一杯生きて下さい。」 

　「・・・約束します。」 

　「柚明・・・忘れないで下さいね。私はいつでもあなたの中にいて、あなたたちの事を見守ってい

るという事を・・・」 

　柚明の体が無数の月光蝶に包まれ・・・桂の元へと飛んでいった。 



３．もう１度、桂と共に幸せの日々を

　「柚明お姉ちゃん・・・！！柚明お姉ちゃん・・・！！」 

　柚明が遺した髪飾りを抱き締め、体を震わせながら柚明の死を悲しむ桂。 

　折角柚明との記憶を取り戻したというのに、その柚明はもういない・・・それがどんなに辛くて、悲

しい事なのか。 

　ある意味、生き地獄にも等しい物なのかもしれない。 

　いっその事、あのまま死んでしまっていた方が楽だったかもしれない。 

　あのままサクヤの血を吸わずに、観月の民になる事なく死んでしまっていた方が・・・柚明と共に

あの世に行ってしまっていた方が、楽だったかもしれない。 

　絶望が桂の心を支配する。 

　そして桂の中に沸き起こる、柚明を殺した主への怒り。柚明を１０年間も苦しめた主への憎悪。 

　許さない・・・許さない・・・ユ・ル・サ・ナ・イ・・・！！ 

　湧き上がる負の感情が、桂を鬼の形相へと変えていく。 

　だが、その時だ。 

　「オハシラサマが・・・咲いてる・・・！？」 

　烏月が天を見上げて、あっけに取られていた。 

　いきなり意味不明な事を言い出す烏月を怪訝に思う桂とサクヤだが、あまりにも烏月の表情が驚

愕に満ちていたので、何事かと思い、上空を見上げてみる。 

　「・・・あ・・・うあ・・・」 

　あまりの出来事に、上手く言葉が出てこない。 

　無数の月光蝶に包まれた柚明が、ゆっくりと桂の下へと降りてくる。 

　目に涙を浮かべながら、とても穏やかな笑顔で、柚明が桂を見つめている。 

　まるで柚明の事を祝福するかのように、柚明の体が月の光に照らされて・・・今、桂の目の前に柚

明が降り立った。 

　「桂ちゃん・・・」 

　「柚明・・・お姉ちゃん・・・！？」 

　「桂ちゃん・・・ただいま・・・」 

　「そんな・・・どう・・・して・・・！？」 

　桂の目の前にいるのは、紛れも無く本物の柚明。 

　夢か幻か。それとも自分の頭がおかしくなってしまったのか。 

　そんな桂を安心させる為に、夢ではなく現実だと告げるかのように、柚明は桂を優しく抱き締めた。

 

　桂の中に広がる、柚明の温もりと淡い香り。 

　１０年前と同じ、とても安心出来る姉の感触。 

　「あ・・・」 



　「桂ちゃん、私は正真正銘、本物の柚明お姉ちゃんよ。」 

　「ゆ・・・柚明お姉ちゃん・・・」 

　桂の瞳から、ポロポロと大粒の涙が零れ落ちる。 

　何が何だか分からなくて、桂は柚明の体にしがみつく。 

　「う・・・うああ・・・！！」 

　「心配かけちゃって、ごめんね・・・」 

　「うわあああああああああああん！！柚明お姉ちゃぁぁぁぁぁぁぁぁん！！」 

　号泣する桂の頭を、柚明は優しい笑顔で、よしよし・・・と撫でてあげた。 

　一体全体、何がどうなっているのか。だが今の桂にはそんな事はどうでも良かった。 

　何が起こったかなど、どうでもいい。こうして柚明が自分の下へと帰ってきてくれたのだから。 

　「柚明・・・アンタ、どうして・・・！？」 

　「天国でカグヤさんに言われたんです。私はまだ生きるべきだと。桂ちゃんやサクヤさんと共に幸

せになるべきだと。」 

　「カグヤ・・・姫様が・・・！？」 

　「それでサクヤさん。カグヤさんから伝言を預かっています。」 

　柚明は、桂たちに全てを話した。 

　自分は確かに１度、天へと召されたのだと。 

　そこでカグヤに出会い、１０年間オハシラサマになってくれた事を感謝していると言われた事。 

　そのお礼として、カグヤに命を吹き込んで貰った事。 

　自分の中には、今もカグヤの魂が宿っているという事。 

　そして・・・カグヤが自分に託した、サクヤへの伝言。 

　「姫様が・・・そんな事を・・・」 

　「ですからサクヤさん・・・あなたにお願いがあります。」 

　柚明の瞳には、一片の迷いも無かった。 

　「桂ちゃんと同じように、私も観月の民にして頂けますか？」 

　予想もしていなかった柚明のお願いに、サクヤは驚きを隠せない。 

　柚明は消滅寸前まで、桂を観月の民にする事をあんなに反対していたというのに。 

　それを今度は、自分を観月の民にしろなどと言い出したのだ。 

　「な・・・一体どういう風の吹き回しだい？」 

　「カグヤさんに言われましたから。桂ちゃんやサクヤさんと一緒に幸せになれと。桂ちゃんとサク

ヤさんが道を踏み外してしまわないように、２人の心の支えになってあげてほしいと。」 

　「柚明・・・アンタ・・・」 

　「それに私も、桂ちゃんやサクヤさんと同じ時を生きたいですから。桂ちゃんやサクヤさんを残し

て、私だけが歳を取って死んでいくなんて・・・そんなの、今の私にはとても耐えられませんか

ら・・・。」 

　桂を離し、柚明はサクヤの前へと歩み寄る。 



　とても穏やかな笑顔で、柚明はサクヤをじっ・・・と見つめる。 

　「それとも、私では駄目ですか？」 

　「・・・何を馬鹿な事を言ってるんだい。アタシはアンタなら大歓迎だよ。」 

　「サクヤさん・・・」 

　サクヤは柚明をぎゅっと抱き締める。 

　その感触は移し身などではない、紛れも無く本物の柚明の体。 

　夢でも幻でもなく、本当に柚明は生き返ったのだと、サクヤは改めて実感した。 

　そしてサクヤは、柚明を生き返らせてくれたカグヤに心の底から感謝していた。 

　「柚明、今ならまだ引けるんだよ？本当にいいんだね？本当に鬼の体になってもいいんだね？」 

  「いいも何も、私の方からお願いしてるんですよ？」 

　「本当に・・・私や桂と、いつまでも一緒にいてくれるんだね・・・？柚明・・・」 

　「・・・桂ちゃんとサクヤさんが望むのならば、いつまでも。」 

　「分かったよ・・・なら柚明、アタシの血を吸いな。」 

　「ではサクヤさん・・・頂きます。」 

　「ああ。」 

　「・・・んっ・・・」 

　サクヤの首筋に、先程桂が噛み付いた場所に、今度は柚明が噛み付く。 

　柚明の中に、サクヤの血が・・・サクヤの『力』が流れ込む。 

　柚明の体が、鬼の体へと変造されていく。柚明の体に力が漲っていく。 

　「んっ・・・んぐっ・・・」 

　「・・・柚明・・・」 

　サクヤの首筋から、柚明は一生懸命サクヤの血を飲み込んでいく。 

　桂と同様に、贄の血と観月の血が合わさった事による相乗効果で、柚明は変わっていく。 

　どれ位、柚明はサクヤの血を飲んだだろうか。 

　「ん・・・はあっ・・・はぁ・・・っ・・・」 

　柚明がサクヤの首筋から口を離す。 

　口元に残った血を袖で拭い、柚明はじっ・・・とサクヤを見つめる。 

　その瞳の色は先程の蒼白ではなく・・・桂やサクヤと同様、金色に輝いていた。 

　柚明は、観月の民に成ったのだ。 

　「サクヤさん・・・どうですか？」 

　「ああ・・・今のアンタは正真正銘、本物の観月の民だよ。アンタはたった今、アタシや桂と同じ存

在になったんだ。」 

　「・・・そうですか・・・良かった・・・」 

　自分の体から力が漲ってくるのを、自分が鬼の体になったのだという事を、柚明は実感していた。

 

　これからは桂やサクヤと同じ時を生きる事が出来るのだ、ずっと一緒にいられるのだ。 

　たまりかねて、桂が柚明に抱き着いてきた。 



　柚明が観月の民になった事が、自分と同じ存在になった事が、心の底から嬉しくて仕方が無かっ

た。 

　「柚明お姉ちゃん・・・！！」 

　「桂ちゃん・・・」 

　「柚明お姉ちゃんは、もうオハシラサマじゃないんだよね！？」 

　「・・・ええ。」 

　「これからは私やサクヤさんと、ずっと一緒にいてくれるんだよね！？」 

　「・・・ええ。」 

　「私と一緒に暮らしてくれるんだよね！？私が住んでるマンションに、一緒に来てくれるんだよ

ね！？」 

　「・・・ええ。」 

　「うわあああああああああああん！！柚明お姉ちゃあああああああああああん！！」 

　泣きじゃくる桂の頭を、柚明はよしよし・・・と撫でてあげる。 

　そんな２人の光景を、サクヤと烏月はとても穏やかな表情で見つめていた。 

　「桂ちゃん。これからは桂ちゃんの傍には、私とサクヤさんがいるからね。」 

　「うん・・・！！」 

　「ずっといつまでも、一緒にいてあげるからね。私が毎日桂ちゃんの為に、美味しいご飯を作って

あげるからね。」 

　「うん・・・！！」 

　「ううん、お願いだから、これからはずっと私の傍にいてね。私はもう、１人ぼっちは嫌だから・・・。」

　「うん・・・！！」 

　「これからは私に、どんどん甘えてくれてもいいからね。」 

　「うん・・・！！」 

　「私と桂ちゃんは１０年間も離れ離れになってしまったけれど・・・それでも、１０年間会えなかった

分だけ、これから思い出を沢山作っていけばいいから・・・。」 

　そう、今の桂と柚明には、サクヤが与えてくれた『力』がある。 

　不老の体になった今の２人には、幾らでも腐るほど時間がある。 

　だから、焦る必要は無い。ゆっくりでも構わない。 

　これからは幾らでも、３人で思い出を沢山作っていけばいい。 

　もう１度、１０年前のあの時と同じように、桂やサクヤと共に、幸せの日々を取り戻せばいい。 

　失ってしまった１０年間は、これからゆっくりと取り戻せばいい。 

　それが、カグヤが柚明に望んでいる事だから。その為にカグヤは、柚明に命を吹き込んだのだ

から。 

　そして・・・主に敗れて死んでしまった白花も、きっとそれを望んでいると思うから。 

　涙を流しながら抱き合う桂と柚明を祝福するかのように、月の光が２人を優しく包み込んでいた。 

４．鬼切りの鬼となりて

　柚明の封印を破って蘇った主だったが、これまでにカグヤと柚明に相当力を削られており、全盛



期ほどの力はもう残されてはいなかった。 

　そして主は日本中の鬼切り部の総力を挙げた、それこそ主が今までに経験した事の無いような、

衛星レーダーやサーモグラフィーなどの近代科学技術を駆使した、猛烈な大追跡を受けて追い

詰められ、結局は桂と柚明の血を飲んだ烏月との壮絶な死闘の末に敗れ、殺された。 

　だが、観月の民と化した桂と柚明の血を飲んでも、烏月の体が観月の民になる事は無かった。 

　烏月が言うには、贄の血を宿す桂や柚明と違って烏月は普通の人間だから、そんなに簡単に観

月の民になれるわけでは無いのだという。 

　桂と柚明は特別な存在だから、観月の民になる事が出来たのだ。 

　桂はとても残念がったが、それでも烏月は人として精一杯生きたいのだと、人として生涯を終え

たいのだと、何の迷いも無い穏やかな表情で桂に告げた。　 

　そして・・・時は流れる。世界は廻る。 

　あれから長い年月が経ち・・・桂の知り合いも、桂の友達も、陽子も凛も烏月も葛も、天寿を全うし

てこの世からいなくなってしまった。 

　だが、不老の体となった桂と柚明は、あれからずっと１６歳のままだ。 

　そんな２人がサクヤと充分に話し合った上で、選んだ道・・・それは・・・ 

　「ぐはあっ！！」 

　夜。人ならざる者が跋扈（ばっこ）する夜。 

　その深淵の闇の中・・・必死に逃げ惑う１人の鬼の右足を、青く白く美しく輝く光弾が貫いた。 

　どうっ・・・とその場に倒れる鬼。右足に襲い掛かる激痛に、表情を歪める。 

　「さすが柚明お姉ちゃん。相変わらずの正確無比の銃の腕前だね。」 

　「ぐあああっ・・・あ、足が・・・俺の足がぁっ・・・！！」 

　「私と柚明お姉ちゃんから、逃げられるとでも思ってるのかな？」　 

　「ば・・・馬鹿な・・・俺は完全に人間社会に溶け込んで、今もこうして鬼気を完全に断ってるんだ

ぞ！？他の鬼切り部の連中の誰もが、俺の事に気付かなかったというのに・・・！！」 

　動かなくなった右足を引きずりながら、その鬼はとても苦しそうな表情で後ずさりする。 

　桂と柚明はゆっくりと、余裕の表情でその鬼の前に歩み寄る。 

　桂が手にするのは、烏月から譲り受けた名刀・維斗。 

　そして柚明が手にするのは、千羽党が柚明の為に作り上げた霊銃・雪月花（せつげっか）。 

　「それなのにお前らは、何故俺が鬼だと気付いた！？あの大量殺人事件の犯人が、何故俺だと

気付いたんだ！？」 

　「これ位、私の中に流れる贄の血の力を使えば、別に造作も無い事よ？」 

　「に・・・贄の血・・・だと・・・！？」 

　贄の血。その単語を聞いた鬼の表情が、途端に怯えた表情になる。 

　現在、鬼の間で話題になっている、鬼切り部千羽党に所属する鬼切り役の姉妹。 

　１つの党で鬼切り役が同時に２人も輩出されるという事自体が異例だが、さらに異例なのが、そ

の２人が観月の民・・・つまりは自分たちと同じ鬼の体だという事だ。 

　それ故に彼女たちは、鬼の間では『鬼切りの鬼』として恐れられている。 

　そして、その姉妹は金色に輝く瞳がとても印象的で、その身に贄の血を宿しているのだという。 



　鬼の目の前にいる２人の少女は、まさに完全にその情報と一致していた。　　　 

　「まさか・・・その蒼白の銃・・・その金色の瞳・・・！！」 

　必死に逃げようとする鬼だが、柚明に撃ち抜かれた右足が思うように動かない。 

　「まさかお前たちは・・・当代最強の鬼切り役・・・羽藤桂と羽藤柚明・・・！？」 

　「覚悟はいいかしら？あなたが殺した何の罪も無い多くの人達の怒りと悲しみ・・・その身をもって

思い知りなさい。」 

　「くそがあっ！！このまま殺されてたまるかよ！！」 

　鬼が懐から銃を取り出し、銃口を柚明に向ける。 

　だが柚明はそれをも上回る素早い動作で、鬼の右手に雪月花の狙いを付ける。 

　超圧縮された柚明の月光蝶が、柚明がその身に宿す贄の血の聖なる力が、青く白く美しく輝く

光弾となって、まさしく正確無比の超精密の精度で、鬼の右手を撃ち抜いた。 

　「ぐああああああああっ！！」 

　「全く、私たちを誰だと思ってるんだか・・・ねえ、桂ちゃん？」 

　「ご・・・後生だ・・・見逃してくれ・・・！！」 

　「そうやって命乞いをした人たちを、あなたは一体何人殺したのかしら？」 

　「た、頼む・・・武士の情けだ・・・！！」 

　「ごめんなさい。私、武士じゃなくて術者だから。」 

　少し冗談を交えながら、柚明の雪月花が鬼の脳天を撃ち抜いた。 

　そのまま怯えた表情のまま、動かなくなってしまった鬼。 

　「・・・ねえねえ、柚明お姉ちゃん。」 

　「なあに？どうしたの桂ちゃん。」 

　「あのね、あんな所から私たちを狙ってる鬼がいるんだけど。」 

　桂が指差したのは、遠く離れた所にあるビル。 

　そこからいきなり柚明に向かって、銃弾が飛んできた。 

　「・・・おっと。」 

　慌てる事なく、それを余裕の表情で、最小限の動きで避ける柚明。 

　「桂ちゃん、よく見つけたわね。偉いわ。」 

　「えへへ、サクヤさんみたいに匂いじゃ分かんないけどね。」 

　「桂ちゃんも私と同じように、贄の血の使い方を完璧にマスターしたものね。」 

　「うん。」 

　「もう、あんな所からスナイパ－ライフルでコソコソと・・・まあ、こうやって雪月花を使ってる私も、人

の事言えないんだけどね。」 

　柚明が雪月花の銃口を、先程銃弾が飛んできたビルに向ける。 

　「カグヤちゃん、いつもみたいにサポートをお願いね。」 

　『ええ、分かりました。守りは私に任せて、柚明は雪月花の狙いを付ける事に集中して下さい。』 



　「了解・・・雪月花・狙撃モード起動。」 

　柚明の雪月花が変形し、雪月花の上に拡大映像が映し出される。 

　そこに映し出されていたのは、銃を構えた鬼の姿。 

　『月光蝶・旋風（つむじ）・・・発動します。』 

　柚明の周りを包み込む、カグヤが発動した無数の月光蝶。 

　それが桂と柚明を守る盾となり、まさに桂と柚明を包み込む旋風となって、銃弾から桂と柚明を

守る。 

　「・・・あそこね。」 

　先程からビルから鬼が一生懸命銃を撃っているのだが、全てカグヤの月光蝶に阻まれ、桂と柚

明には全く届かない。 

　慌てふためく鬼とは対照的に、柚明は守りをカグヤに任せ、落ち着いて雪月花の狙いを付ける。 

　拡大映像の照準を、鬼の脳天に合わせて・・・、　 

　「・・・狙い撃つわよ！！」 

　引き金を引く。 

　放たれた光弾が、まさしく超精密の精度でもって、正確に鬼の脳天をぶち抜いた。 

　どう・・・っと倒れる鬼の姿が、雪月花の上の拡大映像に映し出されていた。 

　「カグヤちゃん、どう？他に鬼の気配は感じる？」 

　『・・・いえ、大丈夫です。もうこの辺りに鬼の気配は感じられません。』 

　「そう・・・じゃあ、今日はこれで任務完了ね。」 

　『ええ、柚明も桂もご苦労様でした。』 

　溜め息を付いて、柚明は雪月花の変形を解除して懐に収める。 

　そのタイミングを見計らったかのように、黒服の男たちが桂と柚明の前に現れ、一斉にひざまずく。

 

　「・・・あ、千羽党の人達だ。」 

　「桂様、柚明様、お疲れ様でした。後の始末は我々が。」 

　「うん、いつもご苦労様。」 

　「お２人はどうぞホテルで、ゆっくりとご静養下さいませ。」 

　「ああ、それとね、あそこのビルにも柚明お姉ちゃんが狙撃した鬼がいるんだけど。」 

　「承知しております。既に係の者を向かわせておりますので、ご安心を。」 

　「相変わらず手際が良くて助かるよ。それじゃあ柚明お姉ちゃん、行こっか。」 

　後片付けを黒服の男たちに任せ、桂と柚明は出迎えの車に乗って、滞在先のホテルへと向かう。

  そこへ、突然柚明の携帯電話に鳴り響く着信音。 

　「・・・あ、サクヤさんからだわ。もしもしサクヤさん、柚明です。」 

　「おう、そっちはどうだい？もう片付いたかい？」 

　「はい。たった今、片付けたばかりです。それと桂ちゃんが見つけてくれた、もう１人の指名手配

中の鬼もついでに始末しておきましたけど。」 



　「ほう、やるじゃないか。さすがは最強の鬼切り姉妹だね。」 

　「そういうサクヤさんはどうなんです？そっちの方も片付いたんですか？」 

　「当たり前だよ。これ位こなせないようじゃ、アンタらの前鬼は務まらないからねぇ。今からそっち

に向かう所だから、後で祝杯でも挙げるかい？」 

　柚明とカグヤは、呆れた表情で溜め息を付いた。 

　私たちはもう１００年近くも一緒にいるというのに、この人はまだこんな事を言うのか。 

　「・・・サクヤさん・・・私も桂ちゃんも下戸だって知ってますよね？」 

　「あのねぇ、アンタも桂も、今一体いくつだと思ってるんだい？いい加減アタシの酒に付き合って

くれても・・・」 

　「カグヤちゃんも怒ってますよ。最近のサクヤは飲み過ぎですよ～って。」 

　「はいはい、姫様にそう言われたんじゃ、仕方が無いねぇ。」 

　「もう、サクヤさんったら・・・本当にカグヤちゃんに弱いんですね。」 

　「そりゃあ、アタシが敬愛する人だからさ。」 

　「代わりにお茶を用意して待っていますから。」 

　「おう、分かったよ。今からすぐに戻るから、先に部屋で待ってな。」 

　「はい。サクヤさん。お疲れ様でした。」 

　「ああ、アンタらもな。」 

　少し苦笑いしながら、柚明はサクヤとの通話を切った。 

　あれから桂と柚明は、鬼切り部千羽党の鬼切り役として、力無き人々を鬼の脅威から守る為に戦

い続けている。 

　人々の脅威となる鬼たちは、まだまだこの日本に沢山存在している。そして実際に多くの罪の無

い人達が、鬼によって殺されているのだ。 

　桂も柚明も、そういった人達をその目で沢山見てきた。そして２人の贄の血を付け狙う鬼たちも、

執拗に２人を狙ってくる。そしてその巻き添えになって殺された人々も、少なからずいるのだ。 

　だから桂と柚明は、戦う道を選んだ。 

　これ以上自分たちの目の前で、罪の無い人達を死なせたくないから。 

　鬼が憎いからではない。鬼の脅威から人々を守りたいから。 

　その純真な想いを胸に、桂と柚明は全国の鬼切り部の仲間たちと共に、これからも鬼と戦い続け

る。 

　そしてその純真な想い故に、カグヤは今も、桂と柚明に力を貸してくれるのだ。 

　２人の戦いはいつになったら終わるのか。それは全く見当も付かない。 

　まだまだこの日本には、人々の脅威となる鬼たちが沢山存在するのだから。 

　だが、何も恐れる事は無い。何も怖がる事は無い。 

　何故なら、２人が自分たちで選んだ道だから。その覚悟を持っているから。 

　桂の事を柚明が支え、柚明の事を桂が支えてくれるから。 

　そして何よりも、これからはずっといつまでも、桂と柚明の傍にはサクヤとカグヤがいてくれて、戦

い続ける２人の心を癒してくれるのだから・・・。　 
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